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(57)【要約】
【課題】高Ｓ／Ｎ比をもった垂直磁気記録媒体を提供す
る。
【解決手段】基板１と、該基板１上に形成された密着層
２と、該密着層２上に形成された、非磁性体を含む軟磁
性裏打ち層３と、該軟磁性裏打ち層３上に形成された非
磁性下地層４と、該非磁性下地層４上に形成された磁気
記録層とを備え、該磁気記録層は、第一の強磁性層５と
、該第一の強磁性層５上に形成された第二の強磁性層９
とからなり、第一の強磁性層５上の少なくとも一部に非
金属膜８が形成されている垂直磁気記録媒体である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に少なくとも磁気記録層を備える垂直磁気記録媒体であって、前記磁気記録層は
、第一の強磁性層と、該第一の強磁性層上に形成された第二の強磁性層とからなり、前記
第一の強磁性層上の少なくとも一部に非金属膜が形成されていることを特徴とする垂直磁
気記録媒体。
【請求項２】
　前記第一の強磁性層上の非金属膜は、膜面内で不連続な膜構造であることを特徴とする
請求項１記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項３】
　前記第一の強磁性層上の非金属膜が酸素を含むことを特徴とする請求項１又は２記載の
垂直磁気記録媒体。
【請求項４】
　前記第一の強磁性層と前記第二の強磁性層は、その少なくとも一方が、強磁性結晶粒と
非金属からなる結晶粒界相とを有していることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一に
記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項５】
　基板上に少なくとも磁気記録層を備える垂直磁気記録媒体の製造方法であって、前記磁
気記録層は、第一の強磁性層と、該第一の強磁性層上に形成された第二の強磁性層とから
なり、該磁気記録層を形成する工程は、前記第一の強磁性層上の少なくとも一部に非金属
膜を形成する工程を含み、該非金属膜を形成する工程は、気体への曝露によって行われる
ことを特徴とする垂直磁気記録媒体の製造方法。
【請求項６】
　前記非金属膜の形成工程が、前記第一の強磁性層又は第二の強磁性層の形成工程に用い
る真空容器内で行われることを特徴とする請求項５記載の垂直磁気記録媒体の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、垂直磁気記録媒体及びその製造方法に関し、特にさらなる記録密度の高密度
化に好適な膜構成を有する垂直磁気記録媒体及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　垂直磁気記録方式とは、磁気記録層の磁化容易軸を基板面に垂直に配向させる方式であ
る。この方式では、従来用いられていた基板面に平行に磁化容易軸を配向させた長手磁気
記録方式に比べ、記録ビット間の磁化遷移領域付近における反磁界が小さいために、記録
密度が高くなるほど静磁気的に安定となり熱揺らぎ耐性が向上することから、高密度磁気
記録に適した方式である。
　現在、実用化されている垂直磁気記録媒体の磁気記録層には、粒界相により分離された
数ｎｍ以下の強磁性結晶粒集合体（以下、グラニュラー構造と略記する。）が用いられて
いる。
【０００３】
　磁気記録再生における読み出しノイズは、均一かつ稠密な磁壁のピン止めサイトを導入
することにより低減することができる。従来の長手記録方式では、記録層の結晶粒をより
小さくし、かつ結晶粒間の交換結合の大きさを小さくすることにより上記目的を達成して
きた。しかしながら垂直磁気記録方式では、結晶粒間に存在する非金属粒界層を介した静
磁相互作用が小さいために、上記方法を単純に用いると、熱揺らぎ耐性が低下するという
問題があった。
【０００４】
　この点を解決するために、垂直磁気記録方式に用いられる媒体では、結晶粒間に適度な
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交換相互作用を導入することが提案されている。その方法としては、結晶粒間の直接交換
結合も考えられるが、その場合、結晶粒分布が不均一であると、結果として不均一な磁気
クラスターを作りやすく、ノイズを低減することが困難である。
　そこで非特許文献１、２に記載されているように、グラニュラー構造をもつ磁気記録層
の上下いずれかに、別途強磁性連続膜を形成し、この連続膜を経由した交換相互作用を導
入するという方法が提案されている（Coupled Granular Continuous:以下CGC構造と略記
する。）。
【０００５】
　また、熱揺らぎ耐性を向上させ、同時に書き込み磁界を低減する手段として、特許文献
１、２、３、非特許文献３に記載されているように、磁気記録層に高い結晶磁気異方性を
有する強磁性材料と低保磁力強磁性材料を積層して用い、実効的に保磁力を低減させる方
式も提案されている（ExchangeCoupled Composite:以下ECC構造と略記する。）。
【０００６】
　これらの方法では、強磁性層間の交換相互作用の大きさ、向きを制御するために、前記
強磁性層間に、Ｒｕ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｅ、Ｃｒ、Ｖ、Ｉｒなどの非磁性中間層を用いて、
層間相互作用による交換結合を利用している。しかしながら、非磁性層を介した層間相互
作用は非磁性層膜厚に敏感であり、理想的な結合を得るためには非磁性層膜厚を０．１ｎ
ｍ以下の精度で制御する必要がある。また膜面に垂直方向に磁化容易軸が向いた多層膜で
の層間相互作用については、その基礎物性について十分な検討がなされているとは言い難
い。
【０００７】
　さらに上記非磁性層を形成するためには、別途膜形成工程が必要となる。また３ｄ遷移
金属を主体とした強磁性層のグラニュラー化プロセスと、非磁性元素、特に従来用いられ
ているＰｔ、Ｒｕ、Ｐｄなどの高融点４ｄ、５ｄ遷移金属のグラニュラー化プロセスとは
、その機構が大きく異なる。したがって上下強磁性層と非磁性中間層を粒境界が滑らかに
連続したグラニュラー構造とすることは従来公知の技術では困難である。
　これら上記の非磁性層を強磁性層間に挿入することによる製造上の問題点は、現在に至
るまで解決されていない。
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－１５５８６１号公報
【特許文献２】特開２００６－４８９００号公報
【特許文献３】特開２００６－３１９３２号公報
【非特許文献１】アイイーイーイー・トランスアクションズ・オン・マグネティクス（IE
EE　Trans. Magn.）、第38巻、第4号、p. 1632－1636(2002年)
【非特許文献２】アイイーイーイー・トランスアクションズ・オン・マグネティクス（IE
EE　Trans. Magn.）、第41巻、第10号、p. 2828－2833(2005年)
【非特許文献３】アプライド・フィジックス・レターズ（Appl. Phys.Lett.）、第88巻、
p. 092501(2006年)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　垂直記録媒体の高Ｓ／Ｎ比化を実現するためには、磁気記録層の上下に別途強磁性連続
膜を形成するか、磁気記録層に高い結晶磁気異方性を有する強磁性材料と低保磁力強磁性
材料を積層して用いる方法がある。いずれの場合にも、前記強磁性層間には、非磁性中間
層を形成する必要があり、従来公知の技術では製造は困難である。
【００１０】
　本発明の目的は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、非磁性中間層を用いずに、
十分に高いＳ／Ｎ比をもった垂直磁気記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　上記目的を達成するために、本発明は以下の構成を有する。
（構成１）基板上に少なくとも磁気記録層を備える垂直磁気記録媒体であって、前記磁気
記録層は、第一の強磁性層と、該第一の強磁性層上に形成された第二の強磁性層とからな
り、前記第一の強磁性層上の少なくとも一部に非金属膜が形成されていることを特徴とす
る垂直磁気記録媒体。
（構成２）前記第一の強磁性層上の非金属膜は、膜面内で不連続な膜構造であることを特
徴とする構成１記載の垂直磁気記録媒体。
（構成３）前記第一の強磁性層上の非金属膜が酸素を含むことを特徴とする構成１又は２
記載の垂直磁気記録媒体。
（構成４）前記第一の強磁性層と前記第二の強磁性層は、その少なくとも一方が、強磁性
結晶粒と非金属からなる結晶粒界相とを有していることを特徴とする構成１乃至３の何れ
か一に記載の垂直磁気記録媒体。
（構成５）基板上に少なくとも磁気記録層を備える垂直磁気記録媒体の製造方法であって
、前記磁気記録層は、第一の強磁性層と、該第一の強磁性層上に形成された第二の強磁性
層とからなり、該磁気記録層を形成する工程は、前記第一の強磁性層上の少なくとも一部
に非金属膜を形成する工程を含み、該非金属膜を形成する工程は、気体への曝露によって
行われることを特徴とする垂直磁気記録媒体の製造方法。
（構成６）前記非金属膜の形成工程が、前記第一の強磁性層又は第二の強磁性層の形成工
程に用いる真空容器内で行われることを特徴とする構成５記載の垂直磁気記録媒体の製造
方法。
【００１２】
　本発明に係る磁気記録媒体の一実施の形態としては、後述するように、基板と、基板上
に形成された密着層と、密着層上に形成され、非磁性体を含む軟磁性層と、軟磁性層上に
形成された非磁性下地層と、非磁性下地層に形成された（エピタキシャル成長した）磁気
記録層とを備える。この磁気記録層は、第一の強磁性層と、第一の強磁性層上に形成され
た第二の強磁性層とを有し、第一の強磁性層上の少なくとも一部に非金属膜が形成されて
いる。第一、第二の強磁性層は、そのいずれか乃至両方が、強磁性結晶粒と非金属からな
る結晶粒界とを有している。
【００１３】
　本発明の構造では、磁気記録層を構成する第一と第二の強磁性層は、僅かに酸化された
第一の強磁性層表面に形成された非金属層を介して結合している。この非金属層は、連続
膜ではなく、例えば膜面内に空隙を有するような不連続な構造を有することにより、第一
と第二の強磁性層は、非金属層に存在する開口部を介して直接交換結合が可能である。し
かしながら、空隙以外の非金属に被覆された部分では、交換結合が存在し得ないので、全
体として第一と第二の強磁性層間の相互作用は小さく抑えられる。また第一と第二の強磁
性層間の交換結合の大きさは、非金属の膜厚、構造を変化させることで制御可能である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、磁気記録層を構成する第一、第二の強磁性層は、第一の強磁性層上の
少なくとも一部に形成された非金属膜を介して結合しており、全体として第一と第二の強
磁性層間の相互作用は小さく抑えられるため、高S/N比を実現することができる。また、
この非金属膜は、第一の強磁性層形成後、その表面を例えば酸化させることによって形成
できるため、従来技術のように、別途非磁性膜の形成工程を追加する必要が無い。これに
より、高S/N比を有する垂直磁気記録媒体を容易に得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を図示した好ましい実施の形態に基づいて詳細に説明するが、以下の実施
の形態で説明される構成、形状、大きさおよび配置関係については本発明が理解・実施で
きる程度に概略的に示したものにすぎず、また数値および各構成の組成（材質）について
は例示にすぎない。従って本発明は、以下に説明される実施の形態に限定されるものでは
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なく、特許請求の範囲に示される技術的思想の範囲を逸脱しない限り様々な形態に変更す
ることができる。
【００１６】
（実施の形態１）
　図１は、本発明に係る第１の実施の形態であるＣＧＣ構造を持つ垂直磁気記録媒体の断
面構造を模式的に示した図である。まず本図を用いて初めに本発明の原理について説明す
る。
　垂直磁気記録媒体では、低ノイズ、高Ｓ／Ｎ比と熱安定性の両立を目指し、グラニュラ
ー構造をもつ記録層上に強磁性連続膜を積層したCGC構造、またグラニュラー構造を持つ
記録層に、異なる保磁力、磁気異方性を有する複数の強磁性体を積層して用いるＥＣＣ構
造等の検討がすでに報告されている。これらの構造では、複数の強磁性体間の交換結合を
制御するために、非磁性体の中間層が用いられている。しかしながら、非磁性中間層を形
成するためには、別途成膜工程を追加することが必要である。図２には、従来用いられて
いるＣＧＣ構造の垂直磁気記録媒体の断面図を模式的に示した。本発明の構造では、この
非磁性中間層１０（図２参照）が省略されていることが大きな特徴である。
【００１７】
　次に図１の断面図を詳細に説明する。１は基板、２はＣｒ、Ｔｉおよびそれらの合金等
の非磁性体密着層（金属層）、３は軟磁性裏打ち層であり、ＣｏＴａＺｒ、ＣｏＴａＮｂ
、ＦｅＣｏＢ、ＦｅＡｌＳｉ、ＮｉＦｅ合金、ＣｏＦｅ合金などの強磁性金属膜、ＦｅＭ
ｎ、ＩｒＭｎなどの反強磁性金属膜およびＲｕ、Ｉｒ、Ｏｓ、Ｃｒ、Ｃｕなどの非磁性金
属膜等の多層膜からなる。４は磁気記録層の結晶配向を制御する非磁性下地層であり、Ｔ
ａ、ＮｉＷ、Ｒｕ及びＲｕ合金などからなる。なお、基板１、密着層２、軟磁性裏打ち層
３、非磁性下地層４に用いられる材料、積層構造は、後述する磁気記録層の特性を損なわ
ない限りにおいて適宜変更しても差し支えない。
【００１８】
　磁気記録層である第一の強磁性層５は、粒界相６と強磁性体結晶粒７からなるグラニュ
ラー構造を有する。強磁性体結晶粒７には、Ｃｏ、ＦｅとＣｒ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｃｕ、Ｍｎ
、Ｔｉ、Ｂ、Ｓｉなどの合金を用いるのが好適である。例えばその例としてＣｏＣｒＰｔ
合金、ＣｏＰｔ合金、ＦｅＰｔ合金等が挙げられる。粒界相６はＳｉ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｃｒ
、Ｔａ、Ｚｒ、Ｙ、Ｃｅ等の元素を含んでいる。粒界相６に酸素が含まれているとより好
適である。本発明の特徴は、第一の強磁性層５を構成する強磁性体結晶粒７が非金属膜８
を介して第二の強磁性層９と結合していることである。この非金属膜８の組成は、粒界相
と同一であっても、異なっていてもよい。また、水素、窒素、炭素、フッ素の他、Ａｒ、
Ｋｒなど希ガス元素を含有していても構わない。第一の強磁性層５と第二の強磁性層９と
の界面には、粒界相６を形成する非金属と前記極薄非金属膜８とが存在する。第二の強磁
性層９は、前記第一の強磁性層５上に形成される。第二の強磁性層９は連続膜であり、Ｃ
ｏ、Ｆｅ、ＮｉとＣｒ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｃｕ、Ｍｎ、Ｔｉ　、Ｂ、Ｓｉなど、さらにはＴｂ
、Ｄｙ、Ｅｒ、Ｇｄなどの希土類元素との合金乃至多層膜構造を用いるのが好適である。
例えばその例としてＣｏＰｔ合金、ＣｏＣｒ合金、ＦｅＰｔ合金、（Ｅｒ、Ｇｄ、Ｔｂ、
Ｄｙ）／Ｃｏ合金、Ｃｏ／Ｐｔ多層膜、Ｃｏ／Ｐｄ多層膜が挙げられる。
【００１９】
　この場合、第一の強磁性層と第二の強磁性層との層間相互作用は以下のような機構で行
われる。第１は、前記非金属膜８の厚さが、自由電子のトンネル効果を許容する程度薄い
場合に生じる、トンネル電子を介した層間結合である。第２は、酸化物を挟む界面のラフ
ネスに起因した静磁結合である。第３は、前記極薄非金属膜が強磁性体あるいは非磁性体
である場合である。この場合、極薄酸化物を介した直接交換作用または超交換相互作用に
より、層間結合が生じる。これらの結合は、前記非金属膜が連続膜として存在する場合に
顕著に生じる。
【００２０】
　一方、前記非金属膜８が連続膜として存在せず、島状構造、網目構造など膜面内に不連
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続な多数の開口部を持つ構造を持った場合は、別の機構による層間結合が生じる。この原
理を、図３を用いて説明する。図３は、前記第一の強磁性層５の強磁性微粒子７と第二の
強磁性層９との界面を拡大して示したものである。ここで非金属膜８が図３に示すように
不連続な膜構造を持つと、非金属膜中の空隙（開口部）を介して前記第一の強磁性層の強
磁性微粒子と第二の強磁性層とが直接交換し、層間結合が生じる。しかしながら、前記空
隙以外の非金属膜で被覆された部分では強磁性体間の直接交換は生じないので、全体とし
て層間結合の大きさは、非金属膜が存在しない清浄な界面を接合した場合に比べ大幅に減
少する。さらに、非金属膜の被覆率により、層間結合の大きさを人為的に制御することが
可能である。より具体的には、被覆率が７０％以上の場合に直接交換結合の大きさが70%
以下に低下し、非磁性体の中間層を形成した場合に生じる層間相互作用の大きさと同程度
となるので好適である。また本発明では、一部に強磁性結晶が直接接触している部分を有
しているので、両強磁性層が結晶配向を維持したまま成長することができることも、不連
続な構造をもった非金属膜を形成することの大きな利点である。
【００２１】
　本発明の要件は、第一の強磁性層の強磁性粒子が非金属膜を介して第二の強磁性層と結
合しており、第一、第二の強磁性層間の層間結合の大きさが、清浄表面を接触させた場合
に比べ小さいことにある。したがって係る作用を実現させるものであれば、前記非金属膜
の組成、構成元素に特段の制限はない。
【００２２】
　次に図４を参照して、図１に示す第１の実施の形態に係る垂直磁気記録媒体を製造する
方法を説明する。図４(a)は、基板１上に、密着層２、軟磁性裏打ち層３、非磁性下地層
４を形成した状態である。これら各層の製造方法については従来公知の方法により可能で
あり、詳細な説明は省略する。図４（ｂ）は、前記下地層４上に、第一の強磁性層５を形
成した状態である。同図に示すようなグラニュラー構造を得るためには、前述の強磁性粒
子を構成する元素を含むターゲット、または前述の強磁性粒子を構成する元素に加えて前
述の粒界相を構成する元素を含むターゲット、さらに上記ターゲットに酸化物を加えた複
合ターゲットからのスパッタリングが好適である。その際のスパッタリングガスとしては
、Ａｒ、Ｋｒ等の希ガス及び酸素との混合ガスを用いることもできる。
【００２３】
　図４（ｃ）は、前記第一の強磁性層５の強磁性粒子７上に非金属膜８を形成した状態で
ある。非金属膜の形成は、スパッタリング成膜後に、酸素、窒素、炭素、フッ素を含む気
体種への曝露を行うことにより行われる。この際、化学変化をアシストする目的で、前記
気体種を加速して照射してもよいし、プラズマ化、紫外線照射による解離、またオゾン導
入を行ってもよい。前記気体種の導入は、スパッタリング後に別途新規ガスに置換しても
よいし、スパッタガスをそのまま利用してもよいし、スパッタリング後の真空容器の残留
ガスを利用してもよい。また膜形成用の真空容器間の基板搬送時に気体曝露を行ってもよ
い。
　前記非金属膜の膜厚、構造は、上記プロセス時間、プロセス条件を変化させることによ
り制御可能である。
【００２４】
　上記では、第一の強磁性層の形成工程後に非金属膜を形成する場合を説明したが、第二
の強磁性層の形成前に、非金属膜の形成を行ってもよい。この場合、非金属膜の形成工程
は、第二の強磁性層の形成工程と同一の真空容器で実施可能である。
　本発明による磁気記録媒体の製造方法の大きな利点は、前記非金属膜の形成工程が、第
一又は第二の強磁性層の形成工程と同一の真空容器、それらの真空容器間の基板搬送時に
実施可能であることである。したがって、従来の非磁性中間層形成工程を削減することが
でき、スループットの向上が可能である。
　図４（ｄ）は、次いで第二の強磁性層９を形成し、磁気記録層の形成が完了した状態で
ある。この後に行われる後工程については、従来公知の技術により実現可能であるのでこ
こでは説明を省略する。



(7) JP 2008-108395 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

【００２５】
（実施の形態２）
　図５は、本発明に係る第２の実施の形態であるECC構造を持つ垂直磁気記録媒体の断面
構造を模式的に示した図である。図５の断面図を詳細に説明する。１は基板、２はＣｒ、
Ｔｉおよびそれらの合金等の非磁性体密着層（金属層）、３は軟磁性裏打ち層であり、Ｃ
ｏＴａＺｒ、ＣｏＴａＮｂ、ＦｅＣｏＢ、ＦｅＡｌＳｉ、ＮｉＦｅ合金、ＣｏＦｅ合金な
どの強磁性金属膜、ＦｅＭｎ、ＩｒＭｎなどの反強磁性金属膜およびＲｕ、Ｉｒ、Ｏｓ、
Ｃｒ、Ｃｕなどの非磁性金属膜等の多層膜からなる。４は非磁性下地層である。なお、基
板１、密着層２、軟磁性裏打ち層３、非磁性下地層４に用いられる材料、積層構造は、後
述する磁気記録層の特性を損なわない限りにおいて適宜変更しても差し支えない。
【００２６】
　磁気記録層である第一の強磁性層５は、粒界相６によって分離された強磁性体粒子７か
らなるグラニュラー構造を有する。強磁性粒子には、Ｃｏ、ＦｅとＣｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ｍ
ｎ、Ｔｉ　、Ｂ、Ｓｉなどの合金を用いるのが好適である。例えばその例としてＣｏＣｒ
Ｐｔ合金、ＣｏＰｔ合金、ＦｅＰｔ合金等が挙げられる。粒界相はＳｉ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｃ
ｒ、Ｔａ、Ｚｒ、Ｙ、Ｃｅ等の元素を含んでいる。粒界相に酸素が含まれているとより好
適である。本発明の特徴は、第一の強磁性層５を構成する強磁性粒子７が非金属膜８を介
して第二の強磁性層と結合していることである。この非金属膜８の組成は、粒界相の非金
属と同一であっても、異なっていてもよい。第二の強磁性層１３は、前記第一の強磁性層
５上に形成され、第一の強磁性層と同様にグラニュラー構造をもつ。すなわち、第二の強
磁性層１３は、非金属を含む粒界相１１と強磁性体粒子１２からなるグラニュラー構造を
有する。強磁性粒子には、第一の強磁性層同様にＣｏ、ＦｅとＣｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ｍｎ、
Ｔｉ　、Ｂ、Ｓｉなどの合金を用いるのが好適である。粒界相はＳｉ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｃｒ
、Ｔａ、Ｚｒ、Ｙ、Ｃｅ等の元素を含んでいる。粒界相に酸素が含まれているとより好適
である。ECC構造では、二種以上の強磁性材料を積層し、一方の強磁性層が高い結晶磁気
異方性により熱安定性を維持し、もう一方の強磁性層が比較的小さい保磁力を有して、総
和として熱安定性と適度な書き込み磁界を実現している。したがって第一の強磁性層５と
第二の強磁性層１３とは、その結晶磁気異方性、保磁力、飽和磁化がそれぞれ異なってい
ることが必要である。それを実現するためには、第一、第二の強磁性層とで、その強磁性
粒子の組成、粒界相の組成を変化させてもよいし、膜厚、形成条件を変化させてもよい。
これを実現する組み合わせとしては、Ｃｏ、Ｆｅ、ＮｉとＣｒ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｃｕ、Ｍｎ
、Ｔｉ　、Ｂ、Ｓｉなど、さらにはＴｂ、Ｄｙ、Ｅｒ、Ｇｄなどの希土類元素との合金乃
至多層膜構造を用いるのが好適である。例えばその例としてＣｏＰｔ合金、ＣｏＣｒ合金
、ＦｅＰｔ合金、（Ｅｒ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ）／Ｃｏ合金、Ｃｏ／Ｐｔ多層膜、Ｃｏ／Ｐ
ｄ多層膜が挙げられる。第一、第二の強磁性層のどちらに高い結晶磁気異方性材料を用い
るかは、適宜変更することが可能である。
【００２７】
　図６には、従来用いられているECC構造の垂直磁気記録媒体の断面図を模式的に示した
。従来構造に比べると本発明の構造では、非磁性中間層１０（図６参照）が省略されてい
ることが大きな特徴である。
【００２８】
　次に図７を参照して、図５に示す第２の実施の形態に係る垂直磁気記録媒体を製造する
方法を説明する。図７(a)は、基板１上に、密着層２、軟磁性裏打ち層３、非磁性下地層
４を順に形成した状態である。これら各層の製造方法については従来公知の方法により可
能であり、詳細な説明は省略する。図７（ｂ）は、前記下地層４上に、第一の強磁性層５
を形成した状態である。図７（ｃ）は、前記第一の強磁性層５の強磁性粒子７上に極薄の
非金属膜８を形成した状態である。非金属膜８の形成方法については、前述の第１の実施
の形態と同様であり説明は省略する。図７（ｄ）は、次いで第二の強磁性層１３を形成し
、磁気記録層の形成が完了した状態である。本発明の利点は従来例のように非磁性中間層
を用いないために、非磁性中間層の工程、さらにより困難である非磁性中間層のグラニュ
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ラー化を省略することが可能であることである。3d遷移金属を主体とした第一、第二の強
磁性層のグラニュラー化プロセスと、非磁性元素、特に従来用いられているＰｔ、Ｒｕ、
Ｐｄなどの高融点４ｄ，５ｄ遷移金属のグラニュラー化プロセスとは、その機構が大きく
異なる。したがって、従来公知の技術では図７（ｄ）に示すように第一、第二の強磁性層
で、強磁性粒子の粒境界が滑らかに連続した構造を得ることは困難である。本発明の利点
は、この困難を回避することができることであり、その利点はきわめて大きい。
　この後に行われる後工程については、従来公知の技術により実現可能であるのでここで
は説明を省略する。
【００２９】
　図８は、本発明に係る第３の実施の形態であるECC構造を持つ垂直磁気記録媒体の断面
構造を模式的に示した図である。本実施の形態では、第一の強磁性層５において、第二の
強磁性層１３に比べ、強磁性粒子７の平均径が大きく、粒界相６が薄い。そのため第二の
強磁性層１３に比べ、第一の強磁性層５は、粒子間の結合が大きく、CGC構造に類似した
効果が期待できる。図８に示すような第一の強磁性層の構造は、スパッタリングターゲッ
ト組成、スパッタリング条件を制御することにより実現可能である。
【００３０】
　図９は、本発明に係る第４の実施の形態であるECC構造を持つ垂直磁気記録媒体の断面
構造を模式的に示した図である。本実施の形態では、第一の強磁性層５において、下部が
膜１４によって連続構造となっている。そのため粒子間には結合が生じており、CGC構造
に類似した効果が期待できる。図９に示すような第一の強磁性層の構造は、膜形成工程に
おいて、スパッタリング条件を連続的に変化させることにより複数の工程を経ずとも実現
可能である。
【実施例】
【００３１】
　以下、実施例により本発明の実施の形態を更に具体的に説明する。
（実施例１）
　次のようにして、図１に示すようなＣＧＣ構造を持つ垂直磁気記録ディスクを製造した
。
　アモルファスのアルミノシリケートガラスをダイレクトプレスで円盤状に成型し、ガラ
スディスクを作成した。このガラスディスクに研削、研磨、化学強化を順次施し、化学強
化ガラスディスクからなる平滑な非磁性ガラス基板１を得た。ディスク直径は65mmである
。このガラス基板１の主表面の表面粗さをAFM（原子間力顕微鏡）で測定したところ、Rma
xが4.8nm、Raが0.42nmという平滑な表面形状であった。なお、Rmax及びRaは、日本工業規
格（JIS）に従う。
【００３２】
　次に、得られたガラス基板１上に、真空引きを行なった成膜装置を用いて、DCマグネト
ロンスパッタリング法にて、Ａｒガス雰囲気中で、密着層２、軟磁性裏打ち層３、非磁性
下地層４を順次成膜した。
　密着層２は、CrTiを膜厚１０ｎｍに形成した。軟磁性裏打ち層３は、膜厚２０ｎｍのCo
FeとTaZrの合金膜と、膜厚０．６５ｎｍのＲｕ膜と、膜厚２０ｎｍのCoFeとTaZrの合金膜
との多層膜とした。また、非磁性下地層４は、Ｒｕを膜厚２５ｎｍに形成した。
　次に、TiO2を含有するＣｏＣｒＰｔからなる硬磁性体のターゲットを用いて、膜厚１２
ｎｍのhcp結晶構造からなる第一の強磁性層５を形成した。該強磁性層５を形成するため
のターゲットの組成は、Ｃｏ：65.5at%、Ｃｒ：10.9at%、Ｐｔ：14.6at%、TiO2：9mol%で
ある。なお、強磁性層５は、総ガス圧４Ｐａ、酸素分圧０．５％のアルゴン(Ar)と酸素の
混合雰囲気中で成膜した。
【００３３】
　次いで、Ａｒ流量４８０sccm、ガス圧５Ｐａ、ＤＣ電力１００Ｗ、酸素分圧１％のアル
ゴン(Ar)と酸素プラズマ中に５秒間曝露することによって、上記第一の強磁性層５上に非
金属膜８を形成した。
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　次に、第二の強磁性層９の形成を行った。第二の強磁性層は、NiCoを膜厚２ｎｍに形成
した。
【００３４】
　次に、プラズマＣＶＤ法により、水素化カーボンからなる炭素系保護層を形成した。炭
素系保護層の膜厚は３．５ｎｍである。水素化炭素とすることで、膜硬度が向上するので
、磁気ヘッドからの衝撃に対して垂直磁気記録層を防護することができる。 この後、Ｐ
ＦＰＥ（パーフロロポリエーテル）からなる潤滑層をディップコート法により形成した。
潤滑層の膜厚は１ｎｍである。
　以上の製造工程により、本実施例の垂直磁気記録ディスクが得られた。得られた垂直磁
気記録ディスクの表面粗さをAFMで測定したところ、Rmaxが4.53nm、Raが0.40nmという平
滑な表面形状であった。
【００３５】
　得られた本実施例の垂直磁気記録ディスクにおける垂直磁気記録層（第一の強磁性層５
と第二の強磁性層９を併せて垂直磁気記録層と呼ぶ。以下同様。）の配向性をX線回折法
にて分析したところ、ｈｃｐ（六方細密充填）結晶構造のｃ軸がディスク面に対して垂直
方向に配向していた。また、得られた垂直磁気記録ディスクにおける第一の強磁性層５を
透過型電子顕微鏡（TEM）を利用して詳細に分析したところ、グラニュラー構造を備えて
いた。具体的には、Coを含有するｈｃｐ結晶構造の結晶粒子の間に、Tiの酸化物からなる
粒界部分が形成されていることを確認した。この分析から約６nmの磁気粒子と約1.0nmの
非磁性体からなる境界領域から形成されていることがわかった。一方、グラニュラー構造
となっている強磁性層５の上の層である第二の強磁性層９をTEMで詳細に分析したところ
、グラニュラー構造とはなっていなかった。これは、第二の強磁性層９が磁気的に連続に
近い構造からできていることを示している。
【００３６】
　次に、得られた本実施例の垂直磁気記録ディスクの静磁気特性をVSMと極カーループト
レーサーで評価し、保磁力（Hc）及び磁化反転核生成磁界（Hn）を測定した結果、保磁力
（Hc）は5400エルステッド（Oe）、磁化反転核生成磁界（Hn）は－2300（Oe）であった。
【００３７】
　また、本実施例の垂直磁気記録ディスクの電磁変換特性は以下のようにして測定した。
　R/Wアナライザーと、記録側がＳＰＴ素子、再生側がＧＭＲ素子を備える垂直磁気記録
方式用磁気ヘッドとを用いて測定した。このとき、磁気ヘッドの浮上量は１０nmであった
。
　S/N比及びオーバーライト特性（O/W）の測定方法は以下のとおりである。
　最高記録密度（１Ｆ）を９６０ｋｆｃｉとして、S/N比は、S/N（1T/1T）とS/N（10T/1T
）の測定を行った。S/N(1T/1T)は、24Ｆ記録密度（40ｋｆｃｉ）で垂直磁気記録媒体上に
キャリア信号記録した後に、ＤＣ周波数領域から１Ｆの１．２倍の周波数領域までの媒体
ノイズをスペクトロアナライザーを用いて観測し算出した。また、S/N(10T/1T)は、2Ｆ記
録密度（480ｋｆｃｉ）で垂直磁気記録媒体上にキャリア信号記録した後に、ＤＣ周波数
領域から1Ｆの１．２倍の周波数領域までの媒体ノイズをスペクトロアナライザーを用い
て観測し算出した。さらに、オーバーライト特性は、24Ｆ（40ｋｆｃｉ）記録密度で垂直
磁気記録媒体上にキャリア信号記録した後に、1Ｆ記録密度（960ｋｆｃｉ）でキャリアを
上書きし、元々の24Ｆ（40ｋｆｃｉ）記録密度のキャリア再生出力と、1Ｆ上書き後の12
Ｆキャリアの残存再生出力を測定して求めた。
【００３８】
　以上の測定の結果、S/N(1T/1T)は8.7dB、S/N(10T/1T)は15.2dB、オーバーライト特性（
O/W）は44.3dBであった。
　以上の結果から、本発明によれば、磁気特性、電磁変換特性の良好な媒体が得られ、特
に高Ｓ／Ｎ比を持つ垂直磁気記録媒体が得られることが分かる。
【００３９】
（実施例２）
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　次のようにして、図５に示すようなＥＣＣ構造を持つ垂直磁気記録ディスクを製造した
。
　まず、実施例１と同様のガラス基板１を作製し、得られたガラス基板１上に、実施例１
と同様にして、密着層２、軟磁性裏打ち層３、非磁性下地層４を順次成膜した。
　次に、TiO2を含有するＣｏＣｒＰｔからなる硬磁性体のターゲットを用いて、膜厚１２
ｎｍのhcp結晶構造からなる第一の強磁性層５を形成した。該強磁性層５を形成するため
のターゲットの組成は、Ｃｏ：65.5at%、Ｃｒ：10.9at%、Ｐｔ：14.6at%、TiO2：9mol%で
ある。なお、強磁性層５は、総ガス圧４Ｐａ、酸素分圧０．５％のアルゴン(Ar)と酸素の
混合雰囲気で成膜した。
　次いで、Ａｒ流量４８０sccm、ガス圧５Ｐａ、ＤＣ電力１００Ｗ、酸素分圧１％のアル
ゴン(Ar)と酸素プラズマ中に５秒間曝露することによって、上記第一の強磁性層５上に非
金属膜８を形成した。
【００４０】
　次に、グラニュラー構造の第二の強磁性層１３の形成を行った。すなわち、TiO2を含有
するＣｏＣｒＰｔからなる硬磁性体のターゲットを用いて、膜厚４ｎｍのhcp結晶構造か
らなる第二の強磁性層１３を形成した。該強磁性層１３を形成するためのターゲットの組
成は、Ｃｏ：66.5at%、Ｃｒ：13.3at%、Ｐｔ：15.2at%、TiO2：5mol%である。なお、強磁
性層１３は、総ガス圧４Ｐａ、酸素分圧０．８％のアルゴン(Ar)と酸素の混合雰囲気中で
成膜した。
【００４１】
　次に、実施例１と同様にして、水素化カーボンからなる炭素系保護層、及びＰＦＰＥ（
パーフロロポリエーテル）からなる潤滑層を形成した。
　以上の製造工程により、本実施例の垂直磁気記録ディスクが得られた。得られた垂直磁
気記録ディスクの表面粗さをAFMで測定したところ、Rmaxが4.53nm、Raが0.40nmという平
滑な表面形状であった。
【００４２】
　得られた本実施例の垂直磁気記録ディスクにおける垂直磁気記録層（第一の強磁性層５
と第二の強磁性層１３を併せて垂直磁気記録層と呼ぶ。以下同様。）の配向性をX線回折
法にて分析したところ、ｈｃｐ（六方細密充填）結晶構造のｃ軸がディスク面に対して垂
直方向に配向していた。また、得られた垂直磁気記録ディスクにおける第一の強磁性層５
を透過型電子顕微鏡（TEM）を利用して詳細に分析したところ、グラニュラー構造を備え
ていた。具体的には、Coを含有するｈｃｐ結晶構造の結晶粒子の間に、Tiの酸化物からな
る粒界部分が形成されていることを確認した。この分析から約６nmの磁気粒子と約1.0nm
の非磁性体からなる境界領域から形成されていることがわかった。一方、グラニュラー構
造となっている強磁性層５の上の層である第二の強磁性層１３をTEMで詳細に分析したと
ころ、グラニュラー構造を備えていた。具体的には、Coを含有するｈｃｐ結晶構造の結晶
粒子の間に、Tiの酸化物からなる粒界部分が形成されていることを確認した。この分析か
ら約８nmの磁気粒子と約0.7nmの非磁性体からなる境界領域から形成されていることがわ
かった。
【００４３】
　次に、得られた本実施例の垂直磁気記録ディスクの静磁気特性を実施例１と同様にVSM
と極カーループトレーサーで評価し、保磁力（Hc）及び磁化反転核生成磁界（Hn）を測定
した結果、保磁力（Hc）は5200エルステッド（Oe）、磁化反転核生成磁界（Hn）は－2100
エルステッド（Oe）であった。
　また、本実施例の垂直磁気記録ディスクの電磁変換特性を実施例１と同様に測定した結
果、S/N(1T/1T)は8.9dB、S/N(10T/1T)は25.3dB、オーバーライト特性（O/W）は45.3dBで
あった。
　以上の結果から、本実施例においても磁気特性、電磁変換特性の良好な媒体が得られ、
特に高Ｓ／Ｎ比を持つＥＣＣ構造の垂直磁気記録媒体が得られることが分かる。
【産業上の利用可能性】
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【００４４】
　本発明は、高密度磁気記録再生装置の製造に利用される。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る垂直磁気記録媒体の断面構造を模式的に示した
図である。
【図２】従来技術によるCGC構造を有する垂直磁気記録媒体の断面構造を模式的に示した
図である。
【図３】本発明に係る磁気記録層の層構成を模式的に示した図である。
【図４】本発明に係る第１の実施形態の垂直磁気記録媒体の製造工程を模式的に示した図
である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る垂直磁気記録媒体の断面構造を模式的に示した
図である。
【図６】従来技術によるECC構造を有する垂直磁気記録媒体の断面構造を模式的に示した
図である。
【図７】本発明に係る第２の実施形態の垂直磁気記録媒体の製造工程を模式的に示した図
である。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る垂直磁気記録媒体の断面構造を模式的に示した
図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態に係る垂直磁気記録媒体の断面構造を模式的に示した
図である。
【符号の説明】
【００４６】
１　基板
２　密着層
３　軟磁性裏打ち層
４　非磁性下地層
５　第一の強磁性層
６，１１　非金属粒界相
７，１２　強磁性結晶粒
８　非金属膜
９　第二の強磁性層
１０，１３　非磁性中間層
１４　膜
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